
■大会会場　　　　

栃木県大田原市　那珂川

■大会開催日　　　　

８月２４日（金）　エリア・大会規定説明会、前夜祭

８月２５日（土）　予選リーグ（第１試合～第３試合）

８月２６日（日）　決勝トーナメント、シード権争奪戦

後援

栃木県　大田原市

大田原市観光協会

那珂川北部漁業協同組合

主催
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第３２回 ダイワ鮎マスターズ２０１８

全国決勝大会　オフィシャルガイドブック

※予備日　９月７日（金）～９日（日）



●シード選手　（ダイワ鮎マスターズ２０１７全国決勝大会上位入賞）

瀬田　匡志 （優勝　  ：鳥取） チーム流斬波 42

加藤　達士 （準優勝　 ：三重） TEAM  ALL STARS 43

上田　弘幸 （第３位　　：愛知） チーム　WEED 47

出雲　肇 （第３位　　：広島） TEAM S 46

●ブロック大会代表選手

西日本ブロック大会代表選手　（京都府　美山川）

有岡　只祐 （第１位　： 高知） 四国ちろりん会 42

大隅　昇 （第２位　： 京都） M．F．T 51

浅川　進 （第３位　： 奈良） ちろりん会 52

中日本ブロック大会代表選手　（福井県　九頭竜川　谷口地区）

石垣　吉茂 （第１位　： 滋賀） TEAM J-TOPS 52

酒井　桂三 （第２位　： 福井） 龍天会 54

吉田　大修 （第３位　： 兵庫） TEAM 45 30

池野　昭一 （第４位　： 石川） トーナメントチーム金澤 51

東日本ブロック大会代表選手　（栃木県　那珂川　町裏地区　）

鈴木　光 （第１位　： 東京） 武蔵ぼうず会 41

本田　晴彦 （第２位　： 神奈川） 58

飯田　松夫 （第３位　： 栃木） 鮎笑会 51

鈴木　良典 （第４位　： 栃木） ZERO-ONE 43

原島　裕樹 （第５位　： 東京） チームＧｏｋｕｕ 40
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第32回 ダイワ鮎マスターズ２０１８

全国決勝大会出場選手　（敬称略）



観戦者の皆様へ

■大会本部周辺のパイロン
で囲ったエリアは、誠に勝
手ながら大会関係者専用駐
車スペースとなりますので
観戦者の方は駐車をご遠慮
いただきますようお願い申
し上げます。

【本部周辺MAP】

【那珂川/町裏MAP】



８月２4日（金） エリア・大会規定説明会、前夜祭
15：00 受付

15：30 ～ 17：30 120 エリア・大会規定説明会

17：30 ～ 18：30 60 自由時間

18：30 ～ 20：00 90 前夜祭（会場　２Ｆ　バンケットホール花鳥）

　予選リーグのブロック分け抽選会

８月２5日（土） 予選リーグ

5:25 起床

5:45 ～ 6:00 15 大会本部へ移動

6:00 ～ 6:30 30 大会本部にて朝食

6:30 ～ 7:00 30 オトリ配布後、エリアへの移動

7:00 ～ 9:00 120 第1試合

9:00 ～ 9:45 45 大会本部へ移動し、検量

9:45 ～ 10:15 30 オトリ配布後、エリアへの移動

10:15 ～ 12:15 120 第２試合

12:15 ～ 13:30 75 大会本部へ移動し、検量、昼食、写真撮影

13:30 ～ 14:00 30 オトリ配布後、エリアへの移動

14:00 ～ 16:00 120 第3試合

16:00 ～ 16:45 45 大会本部へ移動し、検量

16:45 ～ 17:00 15 ホテルへ移動

17:00 ～ 18:30 90 自由時間

18:30 ～ 20:00 90 中夜祭（会場　２Ｆ　バンケットホール花鳥）

　予戦リーグの成績発表および準決勝抽選会

８月２6日（日） 決勝トーナメント、シード権争奪戦

5:00 起床

5:15 ～ 5:30 15 大会本部へ移動

5:30 ～ 6:15 45 大会本部にて朝食

6:15 ～ 6:45 30 準決勝のオトリ配布後、エリアへの移動

7:00 ～ 9:00 120 準決勝

9:00 ～ 9:30 30 大会本部へ移動し、検量

9:30 ～ 9:45 15 決勝戦の準備

シード権争奪戦

7:00 ～ 7:30 30 シード権争奪戦のオトリ配布後、エリアへ徒歩で移動

7:30 ～ 9:30 120 シード権争奪戦

9:30 ～ 10:00 30 大会本部へ移動し、検量

9:45 ～ 10:00 15 決勝のオトリ配布後、エリアへの移動

10:00 ～ 12:00 120 決勝

12:00 ～ 12:20 20 大会本部へ移動し、検量

12:20 ～ 12:30 10 昼食会場に移動

12:30 ～ 13:30 60 昼食（大会本部）

13:30 ～ 14:15 45 表彰式（大会本部）

※ 悪天候や河川野状況等により、大会当日のスケジュールを変更する場合があります。

全国決勝大会・栃木県那珂川／タイムテーブル



●予戦リーグ ８月２５日（土） 第１試合  7：00～ 9：00　（２時間）

第２試合 10：15～12：15　（２時間）

第３試合 14：00～16：00　（２時間）

・１６名の選手は前夜祭の抽選により決定した、４名１組の４つのグループに分かれ、各グループで

リーグ戦を行います。

・この対戦結果により、各グループから１名の決勝トーナメント進出選手を決定します。

・マンツーマン方式により、予め決められたエリアで対戦を行います。

・試合開始前に行なうジャンケンで、勝った選手が最初に上流エリアに入ります。

・競技時間は前半６０分、後半６０分の合計１２０分とし、前半･後半でエリアを交替します。

・交替は前半終了後１０分以内に行ない、交替に要する時間は後半の競技時間に含まれます。

・勝敗は、オトリ２尾を含む鮎の総尾数により決定します。

・順位は勝ち点で決定します。（勝ち：２点、負け：０点、引き分け：１点）

・同点の場合は対決時の勝敗に順じます。（引き分けの時は重量で決定します）

・３すくみの場合は、予選リーグ３試合のトータル尾数で決定します。

・トータル尾数が同尾数の場合は、総重量にて決定します。更に同重量の場合は別途協議の

上決定します。（釣果の無い場合は、オトリの重量は含まれません）

●決勝トーナメント ８月２６日（日） 準決勝 7：00～ 9：00　（２時間）

決勝 10：00～12：00　（２時間）

・各グループの代表４名により、トーナメント方式の対戦を行ないます。

・決勝トーナメントに進出した４名には、翌年の全国決勝大会へのシード権が与えられます。

・対戦相手は中夜祭で行なわれる抽選で決定します。

・マンツーマン方式により、予め決められたエリアで対戦を行います。

・試合開始前に行なうジャンケンで、勝った選手が最初に上流エリアに入ります。

・競技時間は前半６０分、後半６０分の合計１２０分で前半･後半でエリアを交替します。

・交替は前半終了後１０分以内に行ない、交替に要する時間は後半の競技時間に含まれます。

・勝敗は、オトリ２尾を含む鮎の総尾数により決定します。

・同尾数の場合は、総重量にて決定します。

・同尾数・同重量の場合は、予選リーグ３試合でのトータル尾数により決定します。

・予戦リーグ３試合の釣果が同尾数の場合は、総重量にて決定します。更に同重量の場合は

別途協議の上決定します。（釣果の無い場合は、オトリの重量は含まれません）

●シード権争奪戦 ８月２６日（日） 7：30～9：30　（２時間）

・各グループ２位以下の１２名の選手により、シード権争奪戦を行ないます。

・シード権争奪戦の結果、上位３名には翌年の最寄のブロック大会決定戦へのシード権が与えられ、

４位から１２位の選手には翌年の最寄のブロック大会予選へのシード権が与えられます。

・競技時間は１２０分とし、決められたエリアで自由に釣果を競い合います。

・オトリの配布は予選リーグ３試合のトータル釣果の多かった選手から順に行ない、入川宣言

をしてポイント入ります。その際、トラブル防止のため追い越しは禁止といたします。

・オトリ配布と試合開始時間は異なります。

・勝敗は、オトリ２尾を含む鮎の総尾数により決定します。

・同尾数の場合は、総重量にて決定します。

・同尾数・同重量の場合は、予選リーグ３試合でのトータル尾数により決定します。

・予戦リーグ３試合の釣果が同尾数の場合は、総重量にて決定します。更に同重量の場合は

別途協議の上決定します。（釣果の無い場合は、オトリの重量は含まれません）

※尚、前年優勝者が決勝トーナメントに出場できなかった場合、自動的に翌年開催の最寄のブロック

大会決定戦にシード選手として登録されます。
その場合、シード権争奪戦には出場せず、１１名で競技を実施しますが、ブロック大会決定戦シード
選手３名枠の変更はありません。

全国決勝大会／競技方法
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